
1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成31年1月10日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）
工事 30-146 9時30分 有限会社井上建設            

1 予定価格(税込) 1,436,400 最低制限価格（税込） 1,289,887
㈱アクティブ           ㈲井上建設            エイビーシー開発㈱        鶴山建設㈲            441

中島建設㈱            日本植生㈱            日本フィールドシステム㈱     ㈱ハリマ             1,870

ヒーラリース㈱          ㈲松本防災工業          ㈱山本工務店           

1,350,000 ～ 平成31年3月18日
工事 9時35分  
110

2 予定価格(税込) 4,622,400 最低制限価格（税込）
アンドウ工業㈲          ㈲内田組             ㈲小椋建設            ㈱勝浦組             455

河井建設工業㈱          ㈱岡北建設            ㈱近藤組             ㈱宰務組             805

大進建設㈱            ㈱高橋ポンプ設備工業       ㈱高矢組             美北建設㈱            1,950

㈱平井組             ㈱松本建設            ㈱美作開発            

工事 9時40分 株式会社青山建設            

100

3 予定価格(税込) 2,322,000 最低制限価格（税込） 2,036,394
㈱青山建設            ㈱エバラ建設           ㈱大井工務店           ㈱勝浦建設工業          456

久米建設㈱            田村工務店㈱           ㈱フジケン工業          

2,089,800
工事 9時45分 株式会社竹中建設            

4 予定価格(税込) 1,544,400 最低制限価格（税込） 1,351,350
㈱近藤組             ㈱齊藤工務店           ㈱宰務組             大進建設㈱            1,292

大東建設㈱            ㈱高橋ポンプ設備工業       ㈱高矢組             ㈱竹中建設            1,240

㈱日本原造園土木         美北建設㈱            ㈱平井組             ㈱平田コーポレーション      1,925

㈱松本建設            ㈱美作開発            

1,360,616 ～ 平成31年3月11日
工事 30-73479 9時50分  

5 予定価格(税込) 1,252,800 最低制限価格（税込）
㈱エヌコーポレーション      ㈱木下工業            ㈱頃安建設            山陽ロード工業㈱         926

㈱土木建築山本組         ㈱中塚建設            ㈲水建産業            ㈱明和技建            2,248

森本工業㈱            森山建設㈱            山祥電設㈲            

～ 平成31年3月11日

平成31年1月10日

平成31年1月10日

平成31年1月10日

平成31年1月10日

平成31年1月10日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

佐良山分団防火水槽修繕工事

山崎水路改修工事

３０－１８４８道路災害復旧工事

めぐみ荘給水設備改修工事

Ｎｏ．１－１　７月豪雨河川浚渫工事

平成31年1月11日

契約日から110日間

30-72644
津山市　油木上　地内

契約日から100日間

30-73472
津山市　加茂町小中原　地内

平成31年1月11日

津山市　下横野　地内

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

津山市　皿　地内

平成31年1月11日

30-68861
津山市　大吉　地内

不調 
(入札者なし) 

不調 
(一者入札のため) 



2頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成31年1月10日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

工事 30-73761 9時55分 坂本建設株式会社            

6 予定価格(税込) 10,681,200 最低制限価格（税込） 9,356,731
㈱エヌコーポレーション      ㈱近藤組             坂本建設㈱            末沢建設㈱            1,081

大東建設㈱            田口舗装㈱            ㈱竹中建設            東建設㈲             1,892

㈱平井組             ㈱福力建設            ㈱美作開発            

9,367,412 ～ 平成31年3月22日
工事 10時00分  

7 予定価格(税込) 2,041,200 最低制限価格（税込）
㈱池上建設            浮田建設㈱            エイーエイチ工業㈲        ㈱ａｎ              4,746

梶岡建設㈱津山支店        ㈱勝山組             ㈱グリーンアシスト        ㈱五月工建            1,162

成好設備工業㈱          ㈱妹尾建設            ㈲津山技研空調          津山建設㈱            1,408

津山サービス㈱          ㈲鶴見建設            西日本緑化㈱           ㈱ハヤシ産業           1,867

㈱平野工務店           ㈱平和工業            鷲田建設㈱            

～ 平成31年3月18日
工事 10時05分 株式会社高矢組             

8 予定価格(税込) 1,576,800 最低制限価格（税込） 1,419,120
㈲内田組             ㈲小椋建設            大進建設㈱            ㈱高矢組             1,223

美北建設㈱            ㈱平井組             ㈲源建設             ㈱美作開発            2,220

1,495,800 ～ 平成31年3月31日
工事 10時10分 株式会社エヌコーポレーション      

9 予定価格(税込) 3,585,600 最低制限価格（税込） 3,148,156
㈱イーテック           ㈱エヌコーポレーション      ㈱近藤組             坂本建設㈱            820

末沢建設㈱            大東建設㈱            田口舗装㈱            ㈱竹中建設            1,240

東建設㈲             ㈱平井組             ㈱福力建設            ㈱美作開発            2,220

3,158,913 ～ 平成31年3月14日
工事 30-75063 10時15分 株式会社イーテック           

10 予定価格(税込) 6,339,600 最低制限価格（税込） 5,464,735
㈱イーテック           ㈱エヌコーポレーション      ㈱近藤組             坂本建設㈱            820

末沢建設㈱            大東建設㈱            田口舗装㈱            ㈱竹中建設            1,240

東建設㈲             ㈱平井組             ㈱福力建設            ㈱美作開発            2,220

5,572,508 ～ 平成31年3月22日

平成31年1月10日

平成31年1月10日

平成31年1月10日

平成31年1月10日

平成31年1月10日

市道東加茂７０号線道路舗装工事その２

道路側溝施設整備工事その５

Ｈ２９－６７－１０１農地復旧工事

原口農道舗装工事

市道貝尾線道路舗装工事その２

平成31年1月11日

30-74801
津山市　加茂町原口　地内

契約保証金入金日

津山市　加茂町行重　地内

契約保証金入金日

津山市　加茂町桑原　地内

契約保証金入金日

30-74431
津山市　新職人町　地内

平成31年1月11日

30-74765
津山市　阿波　地内

不調 
(一者入札のため) 



3頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成31年1月10日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

委託 30-144 10時20分 株式会社アーバン技研          

11 予定価格(税込) 10,767,600 最低制限価格（税込） 9,152,460
㈱アークコンサルタント      ㈱アーバン技研          アセス㈱             ㈱オーエスエー          287

㈱シディック           ㈱テクニコ            ㈱ニシキ             廣澤測量設計㈱          1,935

9,152,460 ～ 平成31年3月25日
委託 10時25分  

12 予定価格(税込) 1,652,400 最低制限価格（税込）
㈱荒谷建設コンサルタント岡山支社 ㈱ウエスコ岡山支社        ㈱エイト日本技術開発中国支社   中電技術コンサルタント㈱岡山支社 1,389

パシフィックコンサルタンツ㈱岡山事務所 復建調査設計㈱岡山支社      八千代エンジニヤリング㈱岡山事務所

～ 平成31年3月15日
委託 10時30分 株式会社シディック           

13 予定価格(税込) 6,685,200 最低制限価格（税込） 5,501,919
㈱アークコンサルタント      ㈱アーバン技研          アセス㈱             ㈱オーエスエー          287

㈱シディック           ㈱テクニコ            ㈱ニシキ             廣澤測量設計㈱          1,935

5,582,142 ～ 平成31年3月25日

平成31年1月10日

平成31年1月10日

平成31年1月10日

広戸６３号線測量設計業務委託

トンネル点検業務委託

広戸２７号線測量設計業務委託

津山市　奥津川　地内

平成31年1月11日

30-75536
津山市　日本原　地内

契約保証金入金日

津山市　市場　地内

契約保証金入金日

30-73015

不調 
(入札者なし) 


